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今号の厳選写真
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病める人の立場に立った、患者さん中心の医療を提供します
地域の期待に応えられるより良い保健、医療、介護及び福祉サービスの提供に努めます

１．医療の質の向上により疾病の早期発見と治療に努めます
２．個人の権利を尊重し、患者さんに優しい医療・介護の提供に努めます
３．医療に関する安全管理を徹底し、さらなる向上に努めます
４．保健・医療・介護・福祉サービスの連携強化に努めます
５．地域の信頼に応える医療・介護を目指し、地域社会への貢献に努めます
６．豊かな人間性と技能を備えた人材を育成し、健全な病院経営に努めます

理念

方針

３月下旬暖かい日が続き、桜が満開！
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外来受診・入院・手術される患者さんへ
-----新型コロナウイルスの感染拡大防止の為の留意点とお願い-----

1. 受診日の２週間前から不要不急の外出は避けてください。

2. 感染拡大地域または感染拡大傾向のある地域への旅行・移動は極力避けて

ください。

※場合によっては外来受診・入院・手術の延期をお願いすることもあります。

3. 外出する際、密閉・密集・密接の環境を避けてください。

4. 病院内では必ずマスクを着用してください。

5. 付添のご家族の方はできるだけ少人数（原則１名）とし、受診者と同様に上記の事項

へのご配慮をお願いすると共に、受診日当日はご自宅で検温等の体調管理をご協力

お願いします。

※感染拡大傾向のある地域への外出や発熱・かぜ症状がある場合、院内での付添をご遠慮いただく場合があります。

6. 受診日前に本人若しくは同居家族が感染拡大地域または感染拡大傾向のある地域への

移動をした方は必ず来院前に連絡して下さい。

（電話：0897-56-2300） ※診療時間内対応

社会医療法人社団更生会村上記念病院 病院長 村上匡人 202２.1.９ 作成

◆入院支援に関しては以下をお守りください

病棟への面会は全面禁止します。食事介助も禁止です。洗濯物は下記時間・場所で受け渡しをしてく
ださい。

（２階・４階入院中の方）受け渡し時間 ： 月・木曜日 １５：００ ～ １７：００まで
（３階・５階入院中の方）受け渡し時間 ： 水・金曜日 １５：００ ～ １７：００まで
洗濯物受け渡し場所 ： 病院正面玄関

◆病院が許可した入院支援の際でも以下の方は入室できません

・３７．４度以上の発熱がある方 ・マスクをされていない方（病院からマスクは提供できません）
・小学生以下のお子様 ・面会許可証のない方（許可証は面会者受付か総合受付にて交付）
・感染拡大地域または感染拡大傾向のある地域に居住又は移動歴のある方

※入・退院時や手術などの患者様への付添いは1日１名までとします
※中央エレベーターをご利用ください。

◆入院請求書の受け渡しについて
退院時請求書は当日にお渡しします。 定期請求書はお知らせを従来通り翌月１２日以降に病室へ
配布していますが、面会禁止の間は、直接会計窓口でお支払いできますのでお声がけください。
また、請求書に関して電話連絡や郵送等ご希望がありましたら会計窓口までお申し出ください。

感染拡大防止のためご理解とご協力をお願い申し上げます。 令和４年１月９日 村上記念病院 院長 村上 匡人
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令和４年度新入職員入職式

４月１日新入職員入職式を実施しました。

今年度は看護職５名、理学療法士１名、

介護職員１名合計７名が仲間入りしまし

た。コロナ禍で第６波の収束のめどが立

たない中行われた式では、蜜を避けるた

め所属長のみが参加して新入職員を迎

えました。が、もちろん全職員が歓迎して

います！これから一緒に更生会を支えて

いきましょう。

院長からの歓迎の言葉の後、新入職員の所属部署と氏名が読み上げられ、それぞれ壇上

に上がりました。初めての社会人や、中途採用の人もいますが、更生会で働くのは初めての

人ばかり・・・緊張した面持ちで静かな空気が流れます。

続いて、新入職員代表者挨拶・決意表明が述べられ、記念撮影で式を終了しました。
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引き続き、昨年４月２日以降に

入職した職員と一緒に座学の研

修に入ります。社会人の心得、

更生会の歩み、個人情報保護

の取り組みなどを学んでいきま

す。また、災害時に病院・施設

内でどう対応するかなど、消火

器の使い方の実践を交え勉強し

ます。

看護部長が行うグループワークでは、他職種とグループを組み、協力することを学びます。

難題を解決するべく、みんな頭を悩ませアイディアを出し合います。これが、今後の業務に

生かされることを楽しみにしています。

日を改めて、最後の合同研修は【接遇】です。外部から講

師の先生に来ていただきました。患者さん、利用者さんか

らの印象は接遇で決まります。身だしなみを始め、病院・

施設職員としての適切な接遇を学びます。明日から即実

践！先輩職員の手本となってください。
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医療福祉相談室

▽ 医療相談室のご案内

医療福祉相談室では、病気や怪我の療養に伴う社会的、経済的、心理的問題など、生活に

まつわる困りごと、心配ごとについて、ソーシャルワーカーが相談に応じています。

内容によって、医師や看護師、栄養士、リハビリスタッフなどと相談するとともに、他医療機

関、公的機関、介護関連施設とも連携して、患者様やご家族と一緒に解決方法を考えていき

ます。

☛ 相談内容

制度について知りたい

・ 介護保険について

・ 身体障害者手帳について

・ 医療費助成制度について

退院後の生活のことで相談したい

医療費や生活費の相談をしたい

不安や心配があって誰かに話を聞いてもらいたい

当院の関連施設について知りたい

地域の介護施設・療養先について知りたい

☛ ご利用方法

ご相談を希望の方は、職員にお声かけください。電話での相談も対応しております。
※予約優先となり、すぐの対応が難しい場合もございますので、ご了承ください。

☛ 受付時間

月・水・木・金 ： ８：３０～１７：３０ 火・土 ： ８：３０～１２：３０ ※祝日は除く

☛ 場 所 ☛ 連絡先

電話：０８９７－５６－２３００

FAX：０８９７－５６－２３３７

ﾒｰﾙ： soudan@murakami-kinen.or.jp

※返信にお時間いただく場合がありますが、

ご了承ください。

mailto:soudan@murakami-kinen.or.jp
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地域医療連携室

▽ 地域医療連携室からのご案内

地域の各医療機関が、患者様によりよい医療を効果的に提供するためにそれぞれの機能

や特色を活かして適切な役割分担を行うための橋渡しをするところが地域医療連携室です。

▽ 当院を受診される患者様へ

◇ かかりつけ医を持ちましょう

当院では、地域の医療機関と連携をして診療機能を分担しています。

地域の皆様は、お近くでかかりつけ医を持っていただき、いつでも気がるに健康に関してのご

相談を行い、高度な検査や入院診療が必要な時は、かかりつけ医とご相談の上、当院をご利

用下さい。

▽ 連携医療機関の先生方へ

患者様のご紹介又は逆紹介を円滑に行うために当院では、地域医療連携室を開設し、地域

の医療機関様との連携の強化を図っております。

▽ 紹介患者様の受付と予約について

１．当院専用の受診予約申込み票と診療情報提供書をＦＡＸいただければ、 折り返し予約日時

（予約票）をＦＡＸにてお知らせ到します。

２．緊急を要する場合は、直接お電話でお問い合わせ下さい。

３．当院は予約優先の外来となっております。眼科以外は予約制です。待ち時間短縮の為にも

是非ご協力下さい。

４．ＭＲＩ・ＣＴなどは画像診断センターの専門医師による所見とＣＤ－Ｒをお届け致します。

予約時間： 月・水・木・金 ８：３０～１２：００、１３：３０～１７：００
火・土 ８：３０～１２：００

専用電話： ０８９７－５６－２２８１
専用FAX： ０８９７－５６－２３３７ 担当：村上

※受診予約申し込み票は当院ホーム
ページからダウンロードできます。
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村上記念病院 外来診療担当医表 令和4年4月1日現在

月 火 水 木 金 土

内 科

午前

村上匡人 西野圭一郎

村上重人 村上匡人 西野圭一郎

森公介 (1,3,5）

村上重人（2,4）久門志敬
森公介

【※喘息外来（小児

は除く）あり】

清家史靖

【循環器】

日野惠

【内分泌専門外来】

日野惠

髙橋佳世

【循環器】

末盛浩一郎
【膠原病・ﾘｳﾏﾁ・

感染症・血液】

森公介
古川慎哉【糖尿】

（不定期【要確認】）

越智俊元

【血液】

末盛浩一郎

【ﾘｳﾏﾁ】
柏原直樹（2,4）

【腎臓】
愛大非常勤医【呼吸器】

午後

森公介

【※喘息外来（小児

は除く）あり】

西野圭一郎

村上重人
村上重人(1,3,5)

西野圭一郎(2,4)

日野惠

【腎臓】

平野憲（1,3,5）
柏原直樹（2,4）

越智俊元

【血液】
久門志敬

末盛浩一郎
【膠原病・ﾘｳﾏﾁ・

感染症・血液】

宮﨑万純【糖尿】

（2）

透 析
日中 湯浅明人 青木克徳 湯浅明人 青木克徳 平野憲（1,3,5）

泌尿器科医師（2,4）

湯浅明人（1,3､5）

青木克徳(2,4)

夜間 泌尿器科医師 泌尿器科医師 泌尿器科医師

外 科

午前 坂元克考 竹林孝晃 小野敦美 竹林孝晃
小野敦美(1,3､5)

本田和男(2,4,5)
竹林孝晃

午後 坂元克考 竹林孝晃 竹林孝晃
竹林孝晃(1,3､5)

本田和男(2,4,5)

泌尿器科 午前 青木克徳 湯浅明人 青木克徳
野田輝乙（1,3,5）

湯浅明人（2,4）
丹司望

青木克徳(1,3,5)

湯浅明人(2,4)

整形外科

午前 伊藤俊雄 高橋敏明 村上悠介 高橋敏明 伊藤俊雄 非常勤医

午後 村上悠介
（手術日休診）

高橋敏明
(手術日休診)

高橋敏明(ｽﾎﾟｰﾂ外来)

15:00-17:00

脳 神 経

外科内科
午前

中居永一(脳神経外科)

10:00-15:00

三浦史郎(脳神経内科)

9:00-12:30
藤下幸穂(脳神経内科)

9:00-12:30

川西裕(脳神経外科)

10:00-15:00

愛大非常勤医(脳神経外科)

9:00-12:30

ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科

午前午後 徳増善治
徳増善治
(午後休診)

徳増善治 徳増善治 徳増善治
徳増善治
(午後休診)

放射線科 午前午後 村上省吾
村上省吾
(午後休診)

村上省吾 村上省吾
村上省吾
田中宏明

村上省吾
(午後休診)

小 児 科

午前 寺岡いづみ 寺岡いづみ 寺岡いづみ 寺岡いづみ 寺岡いづみ 愛大非常勤医

午後
寺岡いづみ
17：00まで

愛大非常勤医 愛大非常勤医
寺岡いづみ
17：00まで

眼 科 午前午後
愛大非常勤医
16：00まで

歯 科 午前午後 村上徳夫
村上徳夫
(午後休診)

村上徳夫 村上徳夫 村上徳夫
【1,3午後 病棟口腔ｹｱ】

村上徳夫
(午後休診)

検 査 内視鏡 西野圭一郎 村上匡人(1,3,5) 村上匡人 西野圭一郎 村上匡人 村上匡人

健 診

センター

午前 森公介 村上重人 森公介 村上重人 村上重人
村上重人（3,5）

森公介 (2,4)

午後 日野惠 日野惠

受付時間： 8：00～17：00（月、水、木、金） 8：00～12：00（火、土）

診療時間：【午前】9：00～【午後】14：00～〔※ただし、歯科・小児科は13:30～〕（火・土午後休診）

診療科により、診察時間が異なりますので、詳細はホームページ又はお電話でお問い合わせください。

発行元：社会医療法人社団更生会 村上記念病院

〒793-0030 愛媛県西条市大町739番地 --
---------- TEL：（0897）56-2300（代）

≪ホームページアドレス≫----------------

---------http://www.murakami-kinen.or.jp/

（2022.4月 発行） （企画広報委員会）


